令和３年度の行政文書
開示状況の公表
鶴田町情報公開条例（平成
年鶴田町条例第１号）第 条の
規定により、令和３年度の行政
文書の開示の状況を次のとおり
公表する。
令和４年６月 日
鶴田町長 相川正光

「
子どもの人権１１０番」
強化週間
青森地方法務局および青森県
人権擁護委員連合会では、次の強
化週間中、平日の電話相談時間を
延長し、土・日曜日も電話相談を
行います。
相談は無料で、秘密は守ります。
ひとりで悩まず、相談してくださ
い。
▽期間
○８月 日（金）
８月 日（月）～９月１日（木）
８時 分～ 時
○８月 日（土）～ 日（日）
時～ 時
■電話番号
子どもの人権１１０番
ＴＥＬ ０１２０（ ）１１０
（通常 は、 土・ 日 曜 日 お よ び 祝
日を除く平日の８時 分から
時 分まで相談を受付ています。
）

「
解決の糸口を見つけに
行こう！」相談会

令和４年９月 日（土）
時～ 時
▽場所
弘前市民文化交流館（ヒロロ３
階、多世代交流室）
▽対象の相談
（ 多重債務問題など）
①お金
 の問題
②遺産相続
③不動産売買
④税金等公共料金の滞納
⑤ＤＶ・離婚問題
⑥ その他くらしに関する悩み事
▽相談料
無料（事前の予約が必要）
■問い合わせ ・予約先
信用生協 弘前事務所
ＴＥＬ ０１２０（ ）３５４

法の日週間行事 ・調停制度

発足１００周年記念行事

※【
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１．行政文書の開示請求の状況
◆請求件数 ２件（町長）
◆処理件数 開示２件
２．行政 文 書 の開 示 決 定 等 につ
いての不服申立ての状況
行政文書の開示決定等につい
て不服申立てはなかった。

10

28

007

30
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裁判所では、 月１日の「法
の日」を中心に、同月１日から７
日までの一週間を「法の日」週間と
し、法の尊重、基本的人権の擁護、
社会秩序の確立の精神を高めるた
めの広報活動行います。
▽実施日時
令和４年 月３日（月）
時 分～ 時
▽場所
青森地方・家庭裁判所
（青森市長島１ ３
- -）
▽内容
簡易裁判所の民事調停手続の模
擬調停（調停手続の各場面を実演

町では、町民の皆さんの行政に対す
る意見や要望、日頃生活する上での困
り事など、さまざまな内容の相談を受
けるための行政相談と人権相談を行っ
ています。
■期
日 9月12日（月）
■相談時間 午前10時〜午後3時
■場
所 国際交流会館2階 202会議室

】納期限日

毎月第2・4土曜日に休日窓口を開
設し、
マイナンバーカードの交付（前
日の午後4時までに電話予約が必要）
や申請に必要な顔写真の無料撮影・
申請補助を行います。
9月の開設日は次のとおりです。
■期 日 9月10日（土）
、24日（土）
■時 間 午前9時〜正午
■場 所 町民生活課窓口

【8/22(月）
】
【8/25(木）
】
【8/31(水）
】
【8/31(水）
】
【8/31(水）
】
2期
【8/31(水）
】

行政 ・ 人権相談

8月の町税等納期

17

19

市町村と連携して生活再建相
談事業を行っている消費者信用
生活協同組合による無料相談会
です。専門スタッフや弁護士が
お金や暮らしに関する悩みなど
に つ い て、 丁 寧 に 聴 き 取 り し、
一緒に解決の糸口を見つけます。
▽実施日時

30

27 30 29 26

17

10

13

10

15

102

26

マイナンバーカード休日窓口

○上下水道料金 8月分
○町営住宅使用料 8月分
○町・県民税 2期
○国民健康保険税 2期
○介護保険料 2期
○後期高齢者医療保険料

30

16

10

16
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臨時除雪職員を募集！
▽職種および募集人員
除雪運転手 若干名
▽応募資格
①鶴田
 町に住所を有し、中型自
動車・大型特殊自動車運転免
許証および車両系建設機械運
転講習修了証を有する方
②道路除雪の経験のある方
③冬期間、継続して業務に従事
できる方
▽申込方法
申込書および資格免許証等の
写し（申込書は建設整備課に
あります）を
８月 日 （
水）まで提出
■問い合わせ ・申込先
建設整備課 土木班
（内線２８８）
31
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2022年（令和4年）
8月号

No.742
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721

新型コロナウイルス
感染症について
町民の皆さま方には、感染防止対策
にご協力いただきありがとうござい
ます。
- 県知事メッセージの内容 ●
基 本的な感染防止対策の徹底を継
続しましょう。
●
風邪症状などがある方は、出勤・登
校・登園等を控え、速やかにかかり
つけ医等に相談しましょう。
●
人 との距離が十分確保できない状
況で会話をする場合は、マスクを着
用しましょう。
●
各場面において、効果的な換気を徹
底しましょう。
◎
オミクロン株は、感染拡大の速度が
非常に速く、密集・密閉・密接への
対策を 1 つでも欠くと、感染する危
険性が高くなります。
◎
お互いを守り合う気持ちで、引き続
き、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

県では無料のＰＣＲ検査
を実施しています （
延長）

広報つるた
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して解説）および調停制度につい
てのパネルディスカッションによる
意見交換等が行われます。
▽対象
一般の方 人
（先着順、参加無料）
▽申込方法
９月 日（月）から電話申込

11

（受付時間：平時９時～ 時 分）

【有料広告】

■問い合わせ先
青森地方裁判所事務局総務課
ＴＥＬ ０１７（ ）５４２１

下記の対象となる方には、個別に
ご連絡いたします。
【4か月児健康診査】
・月 日 9月14日（水）
・対 象 令和4年4月生
【10か月児健康診査】
・月 日 9月14日（水）
・対 象 令和3年10月生
【7か月児健康相談】
・月 日 9月15日（木）
・対 象 令和4年1月生
【1歳6か月児健康診査】
・月 日 9月28日（水）
・対 象 令和2年12月生
令和3年1 ～ 2月生

一緒に鶴田町を

乳幼児健康診査について

722

12

▽実施期間
令和４年８月 日（水）まで
・県内
 在住で無症状の方
・無料
 検査の提供場所は、県庁ホ
ームページ『ＰＣＲ検査等無料
化事業』をご確認ください。
「木下グループ
※西北
 五地域では、
五所川原 市 指 定ＰＣＲ検 査所
」など
（ ０３ ４
- ３３３ １
- ６４０）
■問い合わせ先
ＰＣＲ検査等無料化事業事務局
ＴＥＬ ０１７（ ）００３１

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」

県では無料の抗原検査キ

乳 幼 児
健康診査

60

ットを配布しています

△県庁ＨＰ

▽対象者
濃厚
 接触者または軽度の有症状
者で以下の条件をすべて満たす方
・県内
 在住の 歳
 未満の方
・基礎
 疾患等のない方
・Ｗｅｂを利用できる方
※ 歳
 以上の方や基礎疾患等のあ
る方は、かかりつけ医等に相談・
受診するようお願いします。
▽申請方法

県庁
 ホームページ「検査

083

キットサイト」から申請

■問い合わせ先
県専用コールセンター
ＴＥＬ ０１２０（ ）３１６
（９時～ 時まで土日祝日も対応）

18

60

きれいにしませんか

鶴田町を良くする・楽しい街に
＋
するプロジェクト「ＮＥＸＴ つ
る
た」では、プロジェクト活動の一つ
として、街をきれいにする活動（岩
木川土手などのゴミ拾い）を行い
ます。鶴田町の皆さんも一緒に町
をきれいにしませんか？
※この活動の企画：
川村羽美（高校３年生）
▽日時 ・集合場所
８月 日（日） 午前９時
鶴田町役場駐車場
▽持ち物
特に必要ありません
▽その他
２時間程度を予定。小雨決行、
雨が強い場合は中止。
■問い合わせ先

鶴田ロータリークラブ事務局 小関
ＴＥＬ ０９０（ ）１５２９

2600

28

【発熱などの症状がある方】
・まずは、かかりつけ医に電話相談
・かかりつけ医がいない場合
県コールセンターに電話相談
TEL：0120-123-801
【感染について心配な方】
・厚生労働省電話相談窓口
TEL：0120-565653
・受診・相談センター
（五所川原保健所）
TEL：0173-34-2108
【
健康面（後遺症含む）
・予防方法につ
いて心配な方】
・県コールセンター
TEL：0120-123-801
・役場 健康保健課
TEL：22-2111

8月22日(月)から総合健診が始まります
特定健診、胃・大腸・肺がん検診の
申し込みは今からでも間に合います。
ぜひご連絡ください。
■問い合わせ・申込先
健康保険課 健康長寿班
（内線131、132、133、136）

こちら町の情報局
受付
期限

1人あたり1万円の
給付金申請受付中

10/7 (金)
まで
郵送
申
消印 請は
有効

新型コロナウイルス感染症への経済対策のために、町では1人当たり1万円の鶴田町生活支援臨時定額
給付金を給付しています。7月8日に郵送いたしました申請書にて、申請してください。

▶給付対象者
▶必要書類
▶申請方法

基準日（令和4年6月9日）時点で鶴田町の住民基本台帳に記録されている方
・ 申請者本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳などの写し
・ 口座確認書類
通帳またはキャッシュカードの写し

窓口申請
①
役場 2 階

企画観光課窓口へ下記を持参する

・申請書（必要事項の記入 + 押印）
・世帯主の身分証明書の写し

受付時間
平日 8 ： 30 ～ 16 ： 30

■問い合わせ先
鶴田町役場 企画観光課まちづくり班

※国際交流会館ロビーでの窓口申請は終了いたしました。

☎0173-22-2111
郵送申請

電子申請

8：30 ～ 17：00（土・日・祝日除く）

①
申請書記載の QR コードを読み込む
②必要事項を入力
③必要書類を撮影し添付する

▲

①
返信用封筒に下記を入れ、郵送
・申請書（必要事項の記入 + 押印）
・世帯主の身分証明書の写し

鶴田町HPにも掲載中

あおもり安心飲食店
応援キャンペーン 「つなぐる」

総額
1億円

県内飲
にぎわ 食店の
いを
ＢＩＧキ 取り戻す
ャンペ
ーン

県では、県内の「あおもり飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた飲食店（認証店）を対象に、飲食代
1,000円1口から応募できる食事券の当たるキャンペーンを実施しています！
鶴田町の飲食店も多数参加しているので、詳しくはHPをご覧ください。
応募
期間

第1回キャンペーン当選内容

8月10日(水) ～ 9月30日(金)

食事券

応募 キャンペーン参加店 （認証店） で1,000円につき1枚配布され
方法 る応募用紙で、 郵送またはWebにより応募
食事券
利 用
期 間

10月下旬～ 3月5日まで

ＨＰ

つなぐる

あおもり

検索 または

👆

公式サイト
ＱＲコード

当選者数

1等

2 万円

1,000 名

2等

1 万円

3,000 名

3等

5 千円

10,000 名

合計

14,000 名

参加店も1月20日まで募集中！
参加店の条件として、
「あおもり飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受ける必要がありますので、上記ホーム
ページに掲載しているリンクからご確認ください。
※今年は夏・冬2回キャンペーンを予定しています。お楽しみに！

■問い合わせ先 ： 「つなぐる」 事務局 TEL ： 017-752-8310
【有料広告】

2022年（令和4年）
8月号

12

こちら町の情報局
8,000人
に到達
次第終
了

今マイナンバーカードを作ると

町商工会共通商品券 5,000 円分がもらえます
町では、マイナンバーカードの普及促進と、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町民の生活および地域経
済を支援するため、マイナンバーカードをすでに持っている方や新規に取得する方に、

1人につき5,000円分の鶴田町商工会共通商品券を差し上げています
・
マイナンバーカードの申請・交付を希望される場合は予約制とさせていただいてい
ます。
交付窓口が大変混み合っています。
・電話または町民生活課①・②窓口にてご予約ください。

⚠

現在、 マイナンバーカードの申請 ・

◆申請 ・ 交付受付時間および受付場所
申請

交付

9：00 ～ 12：00 国際交流会館ロビー
13：30 ～ 16：30 （臨時申請受付窓口）

平日

第2・4
土曜日

16：30 ～ 19：00

町民生活課①・②窓口

9：00 ～ 12：00

町民生活課①・②窓口

9：00 ～ 12：00
町民生活課①・②窓口
13：30 ～ 19：00

問い合わせ先および申請 ・ 交付受付予約

☎０１７３- ２２- ２１１１
または町民生活課①・②窓口

予約
受付
時間

【平日のみ】

9 ： 00 ～ 16 ： 00

職員採用試験
津軽広域水道企業団津軽事業部
試験職種
初級

電気
機械

▼受験手続き

第一次試験

・ 募集期間 （必着）
・ 試験会場

採用
予定人数

9 月 25 日（日）

・8 月 8 日～ 9 月 8 日
・弘前市民会館

若干名

9月8日（木）までに
総務課へ郵送または持参により提出
（受付：平日 8：30 ～ 17：00）

詳しくは、津軽広域水道企業団ホームページ
（http://www.tusui.jp/）をご覧になるか、下記にお問い合わ
せください。

■問い合わせ ・ 提出先
津軽広域水道企業団津軽事業部 総務課
TEL：0172-52-6033
【〒036-0342 黒石市大字石名坂字姥懐2】
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広報つるた

No.742

申請：
窓口やスマホでマイナ
ンバーカードの発行を
希望すること
交付：
申請したマイナンバーカ
ードを役場で受け取る
こと

公共職業訓練
医療 ・ 調剤事務科２
医療機関、調剤薬局等における受付、診療報酬
や調剤報酬等請求事務、会計事務などに関する知
識・技能を習得し、併せて医療機関のIT化への対
応を身につける訓練コースです。
▼募集期限
▼訓練期間
▼訓練場所

令和4年9月6日（火）正午まで
令和4年9月27日～令和5年2月24日
ラソ・パソコン教室
（五所川原市姥萢船橋238-3）
▼定
員 20名
▼受 講 料 無料【テキスト代 20,757円（税込）
】
資格取得に関する受講料は自己負担
▼申込方法 ハ
 ローワークまたはハローワークヤン
グプラザ（45歳未満の方）に受講申
込等応募書類を提出してください
■問い合わせ先
ラソ・パソコン教室 TEL：0173-26-6861

こちら町の情報局

保護司会の社会を明るくする運動
7 月 1 日（金）
、鶴田町保護司会（相川順子会長）が「第 72 回 社
会を明るくする運動」の一環でスーパーストア敷地内（国道 339 号
線沿い）に啓発のぼり旗を設置しました。
保護司とは、犯罪や非行をして「保護観察」を受けることになっ
た人の生活を見守り、さまざまな相談に乗ったり、指導などの活動
を行っている民間のボランティアです。

鶴田町交通安全決起大会
交通ルールの遵守と交通マナーの向上を目指す町の交通安全決起大
会が 7 月 15 日（金）
、役場国際交流会館で開催され、町民約 60 人が参
加しました。
相川町長は「町民の皆さんと協力して、交通事故がない安全安心な
住みよい町を目指していきたい」とあいさつ。鶴田小学校代表で鶴田
小 6 年の菊池皓太さんと鈴木日和さんが交通事故に遭わないための誓
いの言葉を述べました。このほか、青森県警音楽隊による演奏とカラ
ーガード隊の演技が大会を盛り上げました。

夏休み中の交通事故防止のため声がけ運動
7 月 21 日（木）に、夏休みの交通事故に気を付けてもらおうと、
鶴田小学校校門前で「声がけ運動」が行われました。
「声がけ運動」には、町交通安全協議会と町交通安全母の会連合
会、町保護司会、町学校・家庭・地域連携総合推進会議の 4 団体
約 30 人が参加。参加者たちは雨が降る中、子供たちへ交通事故に
遭わないよう声をかけていました。

３年に１度の大しめ縄奉納に向けて制作
山道町内会大注連縄制作委員会 ( 澁谷信一委員長）は、
岩木山神社（弘
前市）と地元の闇龗神社への大しめ縄奉納に向けて、大しめ縄の制作
を行っています。
同会は 3 年に 1 度、岩木山神社へ大しめ縄を奉納するのが恒例。同
会による岩木山神社への大しめ縄の奉納は記録が残っている昭和 43 年
から続いており、50 年以上の伝統があります。今年も 8 月 25 日～ 27
日に行われる岩木山神社の「お山参詣」での奉納を予定しています。

安治川親方が町の相撲部屋を訪問
7 月 28 日（木）
、大相撲・元関脇安美錦の安治川親方が町内の鶴
田相撲道場を訪れ、子供たちを激励しました。
同道場を訪れた安治川親方は町の小中学校 5 人が稽古する様子
を見学。子供たちへ「楽しく稽古すると身に付くものが多いので、
元気を出して練習していこう」とエールを送りました。

歴史文化伝承館 （旧水元小学校） イベントのお知らせ
《故 宮本拾郎氏焼きつけ画作品 ・ 故 瓜田昌一氏寄贈こけし展示》
鶴田町の風景等を描いた宮本さんの焼きつけ画作品と、瓜田さんが製作・収集した選
りすぐりのこけし作品を展示しています。
日時 8 月 3 日（水）～ 8 月 31 日（水） 午前 9 時～午後 4 時
場所 鶴田町歴史文化伝承館 展示ギャラリー

TEL：0173-22-2692

※展示期間は都合により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

2022年（令和4年）
8月号
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●

誕生おめでと
う
!!

家族からのメッセージ
令和 4 年 5 月に出生届けがありました赤ちゃんをご紹介します。

仁菜 （にいな） ちゃんへ

蓮志 （れんじ） くんへ

舞優 （まゆ） ちゃんへ

これからも元気いっぱいにこに
こにーなでいてね♥

はやく一緒に遊ぼうね♥
(璃音より)

ぱぱとままの所に産まれてきて
くれてありがとう！

池田 義行・有沙さん(公園通り）

高橋 壱成・藍寧さん(西瀬良沢）

佐藤 恭太・彩花さん(駅東町）

楓琳 （かりん） ちゃんへ

柚葵 （ゆずき） ちゃんへ

お兄ちゃん、お姉ちゃんと仲良
く遊ぼうね！元気に産まれてき
てくれてありがとう♥

お姉ちゃん、お兄ちゃんと仲良
く助け合って、すくすく育って
ね！

花田 徹・彩花さん(横萢）

渋谷 拓哉・江梨奈さん(田中町）

ハサミで切り取ってお使いください。

食改
おすすめ
レシピ

地場産品を使った料理

もやしときゅうりの中華和え
１人分：41kcal

塩分0.23g

野菜量50g

調理時間：約10分

汗をかく時期の水分補給はとても大切です。ついつい冷たい物を飲み過ぎ
て、食欲を落とす場合もあります。じつは水分とミネラルを同時に取ること
ができる食材があります。それは野菜。今回はその野菜に加えて、ささみ缶
を使ってみました。ぜひ、お試しください。

◆作り方
①
きゅうり、にんじんは千切りにする。もやしは流水で洗っておく。さ
さみ缶は汁を切っておく。
②にんじんともやしはゆでて冷ます。
③調味料を混ぜてたれを作り、水気をよく切った材料と混ぜ合わせる。

★ポイント
にんじんともやしは茹でずに電子レンジで加熱できます。た
れは酢じょう油とごま油、すりごまを混ぜても良いでしょう。
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◎材料 （2 人分）
きゅうり …… 30g もやし …･ 60g
にんじん ………………………… 10g
ささみ缶詰 ……………………… 20g
【調味料】
酢 … 大さじ 1/2 砂糖 … 小さじ 1
しょう油 … 小さじ 1/2
ごま油 …… 小さじ 1/4
すりごま … 小さじ 1

